
（別紙２） 

 

 

別紙２－1 

 

 

次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会 橋梁維持管理部会 

 

部会長  藤野 陽三 横浜国立大学 上席特別教授 

委 員  油田 信一  芝浦工業大学 特任教授 

  淺間 一 東京大学大学院 教授 

  河西 龍彦 （一社）日本橋梁建設協会 保全委員会幹事長 

徳光 卓 （一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会 保全補修部会副部会長 

  田中 樹由 （一社）建設コンサルタンツ協会 道路構造物専門委員 

 岩見 吉輝 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 施工安全企画室長 

福田 敬大 国土交通省道路局国道・防災課 道路保全企画室長 

玉越 隆史 国土交通省国土技術政策総合研究所道路構造物研究部 橋梁研究室長 

石田 雅博  (国研)土木研究所 構造物メンテナンス研究センター 上席研究員 

  藤野 健一 (国研)土木研究所 技術推進本部 主席研究員 

岡本 健太郎 経済産業省製造産業局産業機械課 課長補佐 

  加藤 晋 (国研)産業技術総合研究所 知能システム部門 グループ長 

  安川 裕介 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・機械システム部 主査 

（敬称略） 

 

※（国研）は、「国立研究開発法人」を示す。  
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次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会 トンネル維持管理部会 

 

部会長  西村 和夫 首都大学東京 教授 

委 員  大道 武生 名城大学 教授 

永谷 圭司  東北大学 未来科学技術共同研究センター 准教授 

  水谷 敏則 （一社）日本トンネル技術協会 専務理事 

  太田 裕之 （一社）建設コンサルタンツ協会 道路専門委員会委員 

 岩見 吉輝 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 施工安全企画室長 

福田 敬大 国土交通省道路局国道・防災課 道路保全企画室長 

間渕 利明 国土交通省国土技術政策総合研究所道路構造物研究部 構造・基礎研究室長 

砂金 伸治 (国研)土木研究所 道路技術研究グループ 上席研究員 

  藤野 健一 (国研)土木研究所 技術推進本部 主席研究員 

岡本 健太郎 経済産業省製造産業局産業機械課 課長補佐 

  加藤 晋 (国研)産業技術総合研究所 知能システム部門 グループ長 

  生井 達朗 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・機械システム部 主査 

（敬称略） 

 

※（国研）は、「国立研究開発法人」を示す。  



（別紙２） 
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次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会 水中維持管理部会 

 

部会長  角 哲也 京都大学防災研究所 教授 

委 員  浦  環 九州工業大学 特任教授 

  松野 文俊 京都大学 教授 

 柏木 順 （一社）ダム・堰施設技術協会 参与 

  小林 裕 （一社）建設コンサルタンツ協会 ダム・発電専門委員長 

岩見 吉輝 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 施工安全企画室長 

若林 伸幸 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 流水管理室長 

岩田 美幸  国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 河川保全企画室長 

杉原 直樹 国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部 河川構造物管理研究官 

西崎 到 (国研)土木研究所 先端材料資源研究センター 

材料資源研究グループ 上席研究員 

渡辺 博志 (国研)土木研究所 材料資源研究グループ基礎材料チーム 

    上席研究員 （(併）構造物メンテナンス研究センター) 

  藤野 健一 (国研)土木研究所 技術推進本部 主席研究員 

岡本 健太郎 経済産業省製造産業局産業機械課 課長補佐 

  加藤 晋 (国研)産業技術総合研究所 知能システム部門 グループ長 

  樋口 博人 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・機械システム部 主査 

（敬称略） 

 

 

※（国研）は、「国立研究開発法人」を示す。  
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次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会 災害調査部会 

 

部会長  高橋 弘 東北大学大学院 教授 

委員  油田 信一  芝浦工業大学 特任教授 

栗栖 正充 東京電機大学 教授 

大須賀 公一 大阪大学大学院 教授 

  萬徳 昌昭 （一財）砂防・地すべり技術センター 企画部長 

  大久保 均 （一社）建設コンサルタンツ協会 土質地質専門委員 

 岩見 吉輝 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 施工安全企画室長 

藤兼 雅和 国土交通省水管理・国土保全局防災課 首都直下地震対策官 

西井 洋史 国土交通省水管理・国土保全局砂防部保全課 保全調整官 

吉田 敏晴  国土交通省道路局国道・防災課 道路防災対策室長 

水野 秀明 (国研)土木研究所 土砂管理研究グループ 上席研究員 

  藤野 健一 (国研)土木研究所 技術推進本部 主席研究員 

岡本 健太郎 経済産業省製造産業局産業機械課 課長補佐 

  加藤 晋 (国研)産業技術総合研究所 知能システム部門 グループ長 

  生井 達朗 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・機械システム部 主査 

  天野 久徳 消防庁消防研究センター 特別上席研究官 

（敬称略） 

 

※（国研）は、「国立研究開発法人」を示す。  
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次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会 災害応急復旧部会 

 

部会長  建山 和由 立命館大学 教授 

委員  淺間 一 東京大学大学院 工学研究科 教授 

永谷 圭司  東北大学大学院 未来科学技術共同研究センター 准教授 

大須賀 公一 大阪大学大学院 教授 

 舘岡  潤仁    （一社）日本建設業連合会 インフラ再生委員会技術部会 幹事長 

岩見 吉輝 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 施工安全企画室長 

藤兼 雅和 国土交通省水管理・国土保全局防災課 首都直下地震対策官 

西井 洋史 国土交通省水管理・国土保全局砂防部保全課 保全調整官 

吉田 敏晴 国土交通省道路局国道・防災課 道路防災対策室長 

水野 秀明 (国研)土木研究所 土砂管理研究グループ 上席研究員 

  藤野 健一 (国研)土木研究所技術推進本部 主席研究員 

岡本 健太郎 経済産業省製造産業局産業機械課 課長補佐 

  加藤 晋 (国研)産業技術総合研究所 知能システム部門 グループ長 

  生井 達朗 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・機械システム部 主査 

  天野 久徳 消防庁消防研究センター 特別上席研究官 

（敬称略） 

 

※（国研）は、「国立研究開発法人」を示す。 

 


